Global Tax Update
英国
デロイト トーマツ税理士法人
2016 年 12 月
※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。
日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。
Autumn Statement 2016 日系企業グループへの影響
(1)

背景

2)

ビジネス タックス ロードマップ

2016 年 11 月 23 日、英国財務大臣フィリップ・ハモンド
より新たな政府としては初めてとなる秋の財政演説が発
表された。今回の財政演説でも、英国が「Open For
Business」であることが繰り返されており、その結果、底
堅い英国の経済と税務制度に対する企業の信頼を支え
ることを目標とした内容となっている。

今年 3 月に発表された英国予算案の中で、政府はビジ
ネスタックスロードマップを公表した。今回の財政演説
は、ビジネスに確実性を提供することの重要性を強調す
る機会となっており、ロードマップに対する政府のコミット
メントが再確認されている。

新政府のメッセージは 2016 年 3 月に発表された英国予
算案の方向性と一致しており、一連のポジティブな経済
指標に補足されたものとなっている。秋の財政演説を受
けて、2016 年 12 月 5 日に 2017 年度の財政法案が公
表された。

まず、2017 年 4 月に新しい純支払利息の損金算入制
限規定が計画どおりに導入される予定となっている。こ
れらの規定は、BEPS プロジェクトの行動 4 におおむね
基づいたものとなっており、その結果、純支払利息が
200 万ポンドを超える場合、もしくは、英国内企業グルー
プの税額調整後 EBITDA（earnings before interest,
tax, depreciation and amotisation）の 30％を上回る場
合、または、英国内企業グループの純支払利息額と収
益に対する比率が企業グループ全体の比率を上回る場
合に損金算入制限規定が適用される。

本ニュースレターでは、今回の秋の財政演説の中から、
特に日系企業グループに対する影響が大きいと考えら
れる項目について解説を行う。各項目の詳細について
は、下記の特設サイトを参照のこと。
＞＞UK Autumn Statement 2016（デロイト UK ウェブ
サイト（英語））
(2)

ビジネス タックス

1)

法人税率

英国の法人税率を G20 の中で最も低い水準とすること
についてのコミットメントを政府は再提示しており、その結
果、英国の現行法人税率 20％を予定どおり、2017 年 4
月に 19％、2020 年 4 月には 17％にまで引き下げるこ
とを確認した。これらの引下げは 2016 年財政法に含ま
れており、既に効力を有している。
日系企業にとって、英国での事業内容によっては、法人
税率の引下げにより、日本のタックスヘイブン対策税制
により影響を受けることが懸念されている。日本のタック
スヘイブン対策税制については、2017 年度税制改正の
内容と併せて、今後の改正動向を注視することがより重
要になったと考えられる。

特に言及のあった分野は以下のとおりである。

新しい規定は、日系企業グループを含む多くの外国籍企
業に大きな影響を与える可能性があり、特に英国企業の
借入に関して英国外子会社の収益に依存している場
合、注意が必要となる。
次に、先に実施された意見募集の結果を受けて、英国の
欠損金に関する制度の改正が行われ、2017 年 4 月か
ら適用される予定となる。英国内の課税所得が 500 万
ポンドを超える企業グループにおいては、500 万ポンドを
超えた部分の課税所得については、繰越欠損金控除が
50％までに制限される。同時に、欠損金に関する制度に
おいては緩和される項目も含まれている。2017 年 4 月
1 日以後に発生したキャピタル ロス以外の税務上の損
失はすべて、2017 年 4 月 1 日以後に発生した英国企
業グループのどの会社のどの区分の所得に対しても使
用することが可能となる。
政府はまた、当該制度改正を実施する際に、意図しない
結果を避けるための措置も導入する予定であるとの発
表を行った。
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3)

ハイブリッドミスマッチ

2016 年財政法において制定されたハイブリッドミスマッ
チ規定が、2017 年 1 月 1 日より適用が開始する。ま
た、英国の歳入税関庁（HM Revenue & Customs:以下
「HMRC」）から、当該規定が実際にどのように機能する
かを説明する詳細なガイダンスが公表されている。
4)

試験研究開発費およびパテントボックス税制

政府は、試験研究開発に対する支援の大幅な増加を含
む、National Infrastructure and Innovation Fund への
230 億ポンドの投資を発表した。政府はまた、既存の試
験研究開発費の税額控除制度を強化し、英国を試験開
発研究活動を行う企業にとって、さらに魅力的な場所に
する方法を検討すると発表した。
さらに、2017 年財政法案は、特許技術による所得につ
いて 10％の税率が適用されるという、パテントボックス
制度に関する追加の規定が含まれることが予定されて
いる。この規定は、費用分担契約（Cost Sharing
Arrangement）に基づいた企業にどのように適用される
べきかを含む予定である。特にこれらの変更は、2017
年 4 月 1 日以後に開始する会計期間からのみ適用され
る。
5)

Substantial Shareholdings Exemption

政府は今年の早い段階で、英国の Substantial
Shareholdings Exemption:以下「SSE」）（英国法人に
よる一定の株式譲渡益の非課税措置）の改正を検討し
ていると発表しており、今回の財政演説においては、こ
の改正に伴い SSE が簡素化され、譲渡会社の要件
（Investing Company Requirement）が削除されること
が発表された。その結果、より多くの企業グループがこ
の制度の恩恵を受けることが期待される。これらの改正
は 2017 年 4 月から適用の予定である。
6)

非居住者の英国源泉所得に対する課税

政府は、外国籍企業の英国源泉所得に対する課税方法
についての協議を開始した。現在、英国で事業活動をし
ていない企業は、法人税ではなく所得税の課税対象とな
る。これには、英国内の賃貸用不動産、利子、ロイヤル
ティーから収入を得る外国籍企業が含まれており、法人
税が今後適用されるべきかどうかが検討される。
7)

北アイルランド法人税制（NICT）

政府は以前、北アイルランドで法人税を付加する権限が
北アイルランド議会に委譲され、2018 年 4 月から
12.5％の課税となる北アイルランド独自の法人税制度が
導入されるとの見通しを発表していたが、今回の財政演
説では、北アイルランドにおいて事業活動を行うすべて
の中小企業がこの制度から恩恵を受けることを可能にす
るため、当該制度を 2017 年財政法案に含む予定である
と発表した。制度の濫用を防ぐために、ほかにもいくつか
の変更が導入される予定である。
(3)

業種別項目

ほかにも特定の業種に関連するいくつかの発表が行わ
れている。
 保険会社：保険課税（Insurance Premium Tax）は、
2017 年 6 月から 10％から 12％に引き上げられる

 石油ガス会社：政府は、石油収入税（Petroleum
Revenue Tax：以下「PRT」）を過去一度も支払って
いない企業が PRT 制度から撤退するためのプロセ
スを合理化し、その他の場合には報告プロセスを簡
略化するための制度を発表した
 通信会社：政府は、英国が 5G で世界のリーダーと
なることを目指して、Integrated Fibre と 5G を含む
次世代通信システムの実験を行う組織的プログラム
のために資金を提供することを発表した。政府の 5G
戦略の一環として、2017 年度予算案にて詳細が打
ち出される予定である
 デジタル通信：政府は、より多くの家庭・オフィス等へ
の配備を支援するため、新たに 2017 年 4 月 1 日か
らの 5 年間、新しいフル ファイバー インフラの設置
については 100％のビジネス レイツ控除措置を導
入するとの発表を行った
(4)

コンプライアンス

1)

デジタル化

政府は、電子的記録保持、電子申告、納税時期の変更
等、デジタル化による税務制度全体の事務手続にかか
わる主要な変更を行うことに引き続き注力していく。政府
はこれまでに発表されている変更点を実施するための条
項とともに、2017 年 1 月に「税のデジタル化」に関して行
った意見募集結果への政府回答を公表する予定となっ
ている。政府は、これらの提案が大企業に適用されるか
どうか、また適用されるとした場合には、どのように適用
されるかについての協議はまだ開始していないとのこと
である。
2)

英国の財政発表の時期の変更

英国の財政年度は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までで
あり、当該期間中、例年 3 月に予算案、そして 11 月に
秋の財政演説が行われている。 2017 年 3 月の予算案
の公表が通常どおりに行われる一方で、英国は 2017
年秋以降、秋に財政にかかわる発表（予算案）を年間を
通じて一度だけ行う方針である。
その後は、英国の経済状況に応じて政府が税制改正を
行う可能性を残しつつ、英国の財政状態について簡単に
コメントするための「春の財政演説」が導入される予定で
ある。
年に一度の財政発表への移行は、英国の税制改正を理
解し、対応する回数が年一度となることを意味しており、
多くの企業に歓迎されるものと考えられる。また、議会・
企業・税務専門家が法律の精査により多くの時間をかけ
ることが可能となり、結果、不確実性の低減や法令の品
質の向上につながることが期待されている。
3)

租税回避

政府は、引き続き租税回避に対応するためのさまざまな
措置を発表し、実施しているが、特に今回の財政演説に
含まれていた内容は次のとおりである。
 特定の期間内に税金と社会保険料が支払われない
限り、雇用者への偽装報酬制度（Disguised
Remuneration Schemes）への拠出金に対する税額
控除を否認する予定である
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 後に HMRC によって否認された租税回避行動の手
配を他者や他企業が利用できるようにした者に対し
て、政府が新たな罰則規定を設けることを確認した。
詳細は 2016 年 12 月 5 日に公表され、政府は、適
切に焦点が絞られていることを確実にするために、
同罰則規定についての協議を行うと述べている
 HMRC が訴訟を含め、租税回避行動に対抗するた
めのさらなる投資とリソースの確保を進めることも併
せて確認された
(5)

間接税

付加価値税（Value Added Tax：以下「VAT」）に関して
発表された主な変更点は以下のとおりとなっている。
 企業が VAT グループに加入するために必要な適格
要件に焦点を当てた、VAT グルーピング規定の見直
しが行われる
 意見募集の結果を受けて、VAT 詐欺に関与した場
合に課される新たな罰則規定が、2017 年財政法案
にて導入される予定である。この新しい罰則規定は、
取引が VAT 詐欺と関連していることを認識していた
か、または認識しているべきだったと考えられる企業
および役員に適用される。詳細は発表されていない
が、発表の内容は、EU Missing Trader IntraCommunity 詐欺（通称、「MTIC」詐欺またはカルー
セル詐欺）対策に関するこれまでの発表との一貫性
が見られる
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